
後藤杯卓球選手権大会県予選会

平成３０年９月２３日

草津市立総合体育館

男子カデット１部

１位 ２位 ３位 ４位
山本　真嵩 紺村　昇吾 倉垣　樹

ＪＯＹ 石山中 八幡西中
井上　隆一 森本　諒星 植田　芳樹 1

野洲北中 豊日中 栗東西中
中野　晴登 田中　朝陽 川添　柊和
守山北中 河瀬中 聖徳中

佐藤　亮太 船倉　慧 大原　珀
近江兄弟社中 栗東西中 竜王中

若林　吏玖 橋本　吏津 村田　和稀
石山中 八幡西中 聖徳中 1

佐藤　健太 松本　樹弥 堀上　裕人 1

栗東西中 野洲北中 聖徳中
鈴木　北斗 小嶋　允陽 山根　隼翔

湖西暁ｼﾞｭﾆｱ 八幡西中 聖徳中
ﾀﾝﾉ ﾙｲｽ 松本　健吾 山田　壮馬
八日市jr 瀬田北中 近江兄弟社中

窪田　和真 安藤　颯良 畑　裕真
守山北中 河瀬中 聖徳中

竹下　颯真 前川　琉偉 市東　峻
石山中 豊日中 八幡西中

川口　睦生 川口　隼人 仲江　文良
聖徳中 近江兄弟社中 八幡西中

宇坂　昭慶 隠岐　朋哉 西田　侑和
栗東中 守山北中 竜王中

兼田　絃気 森本　俊祐 羽泉　樹
湖西暁ｼﾞｭﾆｱ 八幡西中 聖徳中
白石　昴大 山本　健介 仲野　平祏 2

近江兄弟社中 石山中 河瀬中
川島　健登 白井　正樹 乙黒　円 1

ＪＯＹ 野洲北中 聖徳中
木村　優羽 藤村　快 亀田　耀平 1

甲南中 栗東西中 八幡西中
野々村　亮輔 土田　亮太 今荘　朝陽
近江兄弟社中 豊日中 聖徳中 1

五島　将太郎 矢野　来流 小嶋　南瑠
瀬田北中 聖徳中 八幡西中

池田　景柊 高村　空羽人 小野　聖冴
石山中 聖徳中 近江兄弟社中

田中　慶 上本　琉生 大垣　怜久
河瀬中 朝桜中 八幡西中 1

田中　統也 広瀬　直紀 堀口　晴一朗
ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄSHIGA 守山北中 栗東西中

石橋　鷹次郞 大江　竜也 辻　大知
ＪＯＹ 八幡西中 石山中

上川　耕史朗 野田　真聖 福井　浩貴
近江兄弟社中 竜王中 守山北中

安松　岳大 寺本　悠斗 松村　朋希
野洲北中 河瀬中 聖徳中 2

勝部　凌羽 堀　空碧 ﾄﾞｳﾗﾝﾄﾞ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ
豊日中 八幡西中 聖徳中

中尾　優心 松本　瑠貴 白石　凌大
栗東西中 聖徳中 近江兄弟社中
連　陽太 井口　雅也 野川　諒斗
石山中 守山北中 聖徳中

三田村　匠文 大塚　竜太朗 津田　大輝
湖西暁ｼﾞｭﾆｱ 聖徳中 八幡西中 1

小浦　日向 長谷川　柚希 森園　莉久
河瀬中 朝桜中 八幡西中 1

渡邊　陽斗 林　和輝 吉海　蒼太
聖徳中 守山北中 栗東西中

松山　時央 榊　大輝 山﨑　貴士
近江兄弟社中 栗東中 野洲北中

保木　克也 別田　奏翔 小澤　智也
高島ｸﾗﾌﾞ 守山北中 聖徳中

北川　直央 福若　諒太朗 星野　雅貴
河瀬中 八幡西中 栗東西中

今田　怜冶 久野　玄太 木村　慶太 2

聖徳中 近江兄弟社中 豊日中
前田　琉聖 松本　嵐 加賀爪　啓希
平ｼﾞｭﾆｱ 聖徳中 近江兄弟社中

町田　亜希斗 岡本　悠暉 中邨　了賢 1

朝桜中 石山中 八幡西中 2

水元　裕孝 伊関　凜太 吉見　優吾
守山北中 野洲北中 栗東西中

高村　悠真 阪東　巧 北　蒼琉
聖徳中 河瀬中 八幡西中

渡辺　大一星 西村　侑一郎 紺藤　誠司
石山中 竜王中 八幡西中

松木　晃太郎 松田　瀬鈴 吉村　梁佑
湖西暁ｼﾞｭﾆｱ 瀬田北中 聖徳中
堀田　健政 岡田　卓也 北口　颯真

ＪＯＹ 近江兄弟社中 栗東西中
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後藤杯卓球選手権大会県予選会

平成３０年９月２３日

草津市立総合体育館

女子カデット１部

１位 ２位 ３位 ４位
堀田　更紗 井田　愛梨 加藤　蒔彩

ＪＯＹ 河瀬中 八幡西中

上林　柚穂 笹野　椎菜 大黒　成菜佳 1

近江兄弟社中 湖西暁ｼﾞｭﾆｱ 八幡西中

安田　明彩子 栗川　夏理菜 山川　美結

守山南中 聖徳中 高穂中

桑名　永 吾郷　つぐみ 平　恵美

山田卓友 八幡西中 石山中 2

中村　祐唯 佐野　利緒 音羽　香澄

聖徳中 近江兄弟社中 高穂中

田中　真央 辻久　心菜 相原　茉衣 2

甲南中 高穂中 守山南中

吉岡　沙帆 井上　由唯 生嶋　木葉

八幡西中 河瀬中 聖徳中

黒河　佑理 辰巳　咲希 渡辺　花

甲南中 近江兄弟社中 聖徳中

森田　あかり 藤原　舞南 岩本　莉々香 1

八日市jr 守山南中 八幡西中

磯貝　侑采 奥野　楓 小林　加奈

河瀬中 高穂中 八幡西中

大橋　怜奈 西山　実菜 三好　ひなた

河瀬中 石山中 八幡西中

藤原　りこ 日髙　真理 冨田　累加

近江兄弟社中 湖西暁ｼﾞｭﾆｱ 聖徳中

片桐　由衣 浅田　恵利奈 氏田　夏希

ＪＯＹ 高穂中 守山南中

齊藤　瑞稀 吉田　いまり 岩下　夏希

八幡西中 聖徳中 高穂中

入江　菜友緋 宮崎　菜夏 吉川　遥

河瀬中 近江兄弟社中 高穂中

梅津　由良 由良　涼花 小枝　紗奈

守山南中 山田卓友 聖徳中

清水　優佳 上林　美憂 北川　めい

聖徳中 近江兄弟社中 八幡西中 1

宅間　千紘 小林　香音 東　綾香

甲南中 守山北中 聖徳中 1

寺本　有羽 山中　和 重田　愛莉

高穂中 守山南中 八幡西中

奥井　香湖 小澤　遥花 大木　瑚花

聖徳中 八幡西中 近江兄弟社中

林　綾乃 服部　真奈 村田　芽生

石山中 高穂中 八幡西中

野々村　愛 村松　優朱奈 畑　琳香

守山南中 八日市jr 聖徳中

吉岡　なつ穂 村住　美虹 木村　菜桜

高穂中 河瀬中 八幡西中 1

野田　雛乃 千代　優花 津田　楓

近江兄弟社中 高穂中 聖徳中

齋藤　慶都 濱﨑　彩花 飯島　沙樹

河瀬中 甲南中 八幡西中

舛木　詩菜 福井　愛理 梅原　真菜美

湖西暁ｼﾞｭﾆｱ 守山南中 八幡西中
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平成３０年９月２３日

草津市立総合体育館

カデット男子1部　決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

山本　真嵩

ＪＯＹ

堀田　健政

ＪＯＹ

石橋　鷹次郞

ＪＯＹ

田中　統也

ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄSHIGA

カデット女子1部　決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

堀田　更紗

ＪＯＹ

舛木　詩菜

湖西暁ｼﾞｭﾆｱ

寺本　有羽

高穂中

片桐　由衣

ＪＯＹ
１／２ ３4 ２－３ １－３ ３－１ ４

３／０ １

3 ０－３ ２－３ １－３ ３ ０／３ ４

2 ３－０ ３－２ ３－１ ６

１／２ ２

1 ０－３ ３－０ ３－２ ５ ２／１ ２

4 ２－３ ３－０ ２－３ ４

４

3 ３－２ ３－２ ３－２ ６ ３／０ １

４ １／２ ３

2 ３－１ ２－３ ０－３ ４ １／２

後藤杯卓球選手権大会滋賀県予選会

1 １－３ ２－３ ３－２



平成３０年９月２３日

草津市立総合体育館

カデット男子1部　決勝リーグ（５位～８位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

宇坂　昭慶

栗東中

松山　時央

近江兄弟社中

保木　克也

高島クラブ

川口　睦生

聖徳中

カデット女子1部　決勝リーグ（５位～８位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

黒河　佑理

甲南中

齊藤　瑞稀

八幡西中

奥井　香湖

聖徳中

吉岡　沙帆

八幡西中
０／３ ４4 ０－３ ０－３ ０－３ ３

３／０ １

3 １－３ ０－３ ３－０ ４ １／２ ３

2 ３－０ ３－０ ３－０ ６

１／２ ３

1 ０－３ ３－１ ３－０ ５ １／２ ２

4 ２－３ ０－３ ３－０ ４

２

3 １－３ １－３ ０－３ ３ ０／３ ４

６ ３／０ １

2 ２－３ ３－１ ３－０ ５ ２／１

後藤杯卓球選手権大会滋賀県予選会

1 ３－２ ３－１ ３－２

９位決定

1

1

1 2 2

（平ｼﾞｭﾆｱ）（守山北中）

中尾 連 前田 水元

（近兄中）（八日市jr）（甲南中） （近兄中）（栗東西中）（石山中）

佐藤 タンノ 木村 野々村

９位決定

2

1 2 2 2

（河瀬中） （聖徳中）（守山南中）（近兄中）

安田 桑名 磯貝 藤原 入江 清水 野々村 野田

（守山南中）（山田卓友）（河瀬中） （近兄中）



後藤杯卓球選手権大会県予選会

平成３０年９月２３日

草津市立総合体育館

男子カデット２部

１位 ２位 ３位 ４位
今達　稜大 中川　悠暉 大石　拓実 比恵島　功樹
高穂中 栗東西中 河瀬中 野洲北中
中島　律 田中　天真 鈴木　朝扉
守山北中 石山中 高穂中
植田　翼 山田　慎之助 林　正道
松原中 野洲北中 打出中
青山　侑生 矢部　雅人 佐々倉　颯汰
豊日中 高穂中 栗東中
橘　孝樹 鈴木　健太 大辻　宥良多 1

河瀬中 松原中 打出中 2

古野　竣大 野々村　健太 平岡　亮太 1

石山中 野洲北中 栗東西中
森井　聖矢 綿末　太陽 上原　滉生
高穂中 栗東西中 打出中

野末　有希也 西村　悠杜 奥野　天翔 1 1

栗東中 野洲北中 打出中
馬場　琥太郎 村田　裕紀 奥林　亮汰 1

松原中 守山北中 石山中
小川　拓真 辰巳　晴哉 宮本　大雅
野洲北中 石山中 栗東西中
清水　裕介 植田　瑞希 菅原　拓実
高穂中 松原中 河瀬中 2 2

清水　優翔 佐々木　康冴 濱本　健太
栗東中 豊日中 石山中
河本　航輝 中井　曉斗 伊藤　謙吾 1

高穂中 打出中 守山北中
杉山　悠太 西澤　仁 馬渕　睦基 谷岡　琉輝
八幡西中 石山中 豊日中 栗東中
大槻　康太 小林　真翔 大山　竜之介 吉村　椋太
高穂中 打出中 八幡西中 野洲北中
中村　晄太 元井　拓海 倉地　優季
河瀬中 栗東西中 野洲北中
萩原　佑音 藤田　優輝 宮本　将希 2

守山北中 松原中 高穂中
稲垣　竣介 坂井　恒哉 寺井　恒輝
高穂中 石山中 栗東西中 1

宇野　貴哉 木戸　涼翔 濃沼　遼太
守山北中 松原中 打出中
福澤　仁 中村　空輝 松井　春空
松原中 河瀬中 石山中
玉井　晟那 中安　達平 竹内　寛登
栗東中 打出中 野洲北中 1 2

青木　駿 中西　巧真 光本　虎哲
高穂中 守山北中 打出中
三上　輝人 濱田　准也 堀江　一泰
野洲北中 栗東中 河瀬中 1

田端　悠 西村　和輝 大森　湧貴 1

石山中 松原中 野洲北中
古賀　倭 佐藤　海斗 岡村　直祐
栗東西中 ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄSHIGA 豊日中
曳成　七斗 山田　百人 冬山　彪翔
高穂中 石山中 栗東西中
田中　彰真 宮出　聡汰 藥丸　湊介
野洲北中 栗東中 打出中
小出　竣 田中　蒼大 樫田　裕幸
打出中 豊日中 栗東西中

古谷　未那斗 西本　日向 髙山　遼悟
松原中 守山北中 河瀬中
宇坂　英慶 小川　俊太郎 樋口　晴紀
栗東中 守山北中 打出中
門木　大輔 村田　琉碧 久泉　和輝
高穂中 石山中 松原中
森田　響 松永　咲哉 川村　透哉
河瀬中 野洲北中 高穂中
北川　優太 髙橋　周辰 小林　優斗
栗東西中 石山中 豊日中
宇野　太智 坂本　慈恩 井狩　堅翔
松原中 高穂中 野洲北中 1
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後藤杯卓球選手権大会県予選会

平成３０年９月２３日

草津市立総合体育館

女子カデット２部

１位 ２位 ３位 ４位

一瀬　千尋 関根　彩菜 浅井　真奈

栗東西中 高穂中 打出中

古部　明日美 吉川　ゆら 源田　葵

石山中 高穂中 栗東西中

奥　洸瑠 野村　華樹 青木　美樹 2

瀬田北中 栗東西中 高穂中

苅屋　朱音 大田　涼葉 上田　美優

打出中 栗東西中 石山中

畑井　澪 荘川　沙良 山下　萌菜

河瀬中 栗東西中 高穂中 2

配川　ちひろ 津川　さくら 福家　歩未

高穂中 栗東西中 石山中

岡田　美彩樹 上村　優奈 竹内　楓夏

瀬田北中 栗東西中 打出中 2

渡部　莉央 北岡　花 西村　宥香 1
1

栗東西中 高穂中 石山中

田村　彩音 加藤　留菜 酒井　萌 2

野洲北中 高穂中 栗東西中

土井　瑞葵 多田　莉央 福井　桃子

打出中 栗東西中 高穂中

曽我井　里紗 北田　実愛 河合　美里

瀬田北中 石山中 栗東西中 1

杉山　葵咲 山本　彩月 上田　春奈 坂本　琴音

高穂中 瀬田北中 栗東西中 石山中

長岡　朔子 越智　晴菜 村上　遥香

Crossover 栗東西中 高穂中 1

弓場　桃華 浦　杏月 八田　麻央

石山中 栗東西中 高穂中

寺久保　結奈 寺村　歩美 時本　瞳衣

栗東西中 河瀬中 高穂中

原田　ひかる 植田　桂里奈 西岡　天音 椎葉　普貴

栗東西中 高穂中 野洲北中 石山中 2

多田　奈々世 園　幸夏 村田　亜衣

打出中 栗東西中 高穂中

青木　優奈 鈴　日和 松村　雪乃

瀬田北中 栗東西中 栗東西中
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6

1

2

3
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